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 A landslide and debris flow disaster information distribution service was developed to raise resident’s 
awareness and enhance safe and quick self-evacuation. The information distribution service provides the 
information on the occurrence area of landslide and debris flow directly to the users. The landslide and 
debris flow occurrence is estimated by using the integrated information of the spatial and temporal 
rainfall distribution measured by the X-band multi parameter Radar, landslide and debris flow hazard 
expected area and topographic factors such as slope. The landslide and debris flow disaster information 
service is distributed by using an application software which works on Android and iOS base 
smartphones and PCs. The applicability of the predicted landslide and debris flow occurrence area was 
discussed by using the sediment disasters occurred in Tochigi prefecture in September 2015. The 
predicted alert areas have good agreements with the landslide and debris flow occurred area in Tochigi. 
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１． はじめに 

 

 平成26年7月の長野県南木曽町，平成26年8月の広島市

など，短時間ではあるが降雨強度の強い雨による土砂災

害が近年多発しており，死傷者も多数発生している． 
 土砂災害が頻発して人的被害も発生している一方，被

害軽減のために必要な土砂災害関連情報，特に利用しや

すい一般公開情報が少ないのが現状である．公開情報の

多くは地域限定の不特定多数への情報提供となっており，

住民が自分自身の危険を我が事のように感じることが難

しく，その結果，自発的な危険回避行動による迅速・的

確な避難につながっていないと考えられる． 
 平成27年1月20日に国土交通省が発表した「新たなス

テージに対応した防災・減災のあり方」では，“「状況

情報」の提供による主体的避難の促進”により「命を守

る」ことの重要性がうたわれ，今まで以上に住民の主体

的な災害被害からの回避行動に繋がる情報提供へのニー

ズが高まっている． 
 一方，近年，Webブラウザーやスマートフォン（以下，

スマホ）等モバイル端末を用いた土砂災害関連の情報

サービスが提供されている．山口県が運営している「山

口県土砂災害ポータル」1)は，土砂災害警戒区域等の

マップと土砂災害の危険性・予警報の情報を提供してい

る．また，京都府2)や広島県3)などは，XバンドMPレー

ダの降雨強度平面分布時系列データ（以下，XRAIN）

と土砂災害危険情報の両者を提供している．しかし，こ

れらの情報提供サービスは，既存の情報を単に提供して

いるだけであり，降雨情報と土砂災害危険情報を有機的

に組み合わせた土砂災害危険度予測システムとはなって

いない．また，情報の発信先が地域限定であるとともに，

住民個人に向けて能動的に情報発信するシステムとなっ



ていないため，時間的余裕のない発災時に利用を見送ら

れることが多い．防災科学技術研究所の「土砂災害発生

予測支援システム」4)は，降雨情報に地形情報を加味し

た土砂災害予測を行っている．また，森山による

giSight5)は，地理情報システム（GIS）とソーシャルネッ

トワーキングサービス（SNS）を組み合わせて，土砂災

害危険度の予測マップとともに静的ハザードマップ情報

を提供している．これらは，降雨情報と土砂災害危険情

報を組み合わせた土砂災害危険度予測システムとなって

いるが，予測結果を避難対象者に能動的に情報を発信す

るシステムとなっていない．また，画面操作も煩雑であ

る． 
「Yahoo! 防災速報」6)は，予警報・避難勧告等の発令や，

豪雨・地震等が発生した場合に通知を行うモバイル端末

用アプリケーションソフトウェア（以下，アプリ）であ

る．また，「土砂災害警戒区域警報機 北大阪・京都市

版」7)は，土砂災害警戒区域にユーザーが接近したとき

に通知するアプリであり，北大阪の市町と京都市の一部

が通知対象地域である．これらのアプリは，住民個人に

向けて能動的に情報発信するシステムとなっている．し

かし，前述の山口県，京都府などのシステム同様に，降

雨情報と土砂災害危険情報を有機的に組み合わせた土砂

災害危険度予測システムとはなっていない． 
「Go雨探知機」8)や「アメミル」9)は，XRAINの表示ア

プリで，地図上にXRAINを表示するモードと，カメラ

映像の上空部分にXRAINの降雨強度が重畳されるAR
（拡張現実）モードがあり，降雨の様子がわかりやすく

表示されるが，土砂災害危険度を直接予測するシステム

となっていない． 

 このような背景から，本研究では図-1に示すような住

民自身が各種情報を受信して自発的危険回避行動を行う

ことを支援する以下のような特徴を有した土砂災害危険

度情報を直接ユーザーに能動的に提供するサービスの構

築を行う． 
① 分かりやすく：シンプルに，絞った機能・情報を 
② 情報を入手しやすく：簡単に，屋内でも・屋外でも 
③ いつでも：365日24時間 
④ どこでも：全国で，地域限定でなく 
⑤ 誰でも：端末を問わず，登録不要ですぐに使える 
⑥ その人が，その時に，その場所で必要な情報をアプ

リからユーザーに能動的に提供 
⑦ 降雨情報と土砂災害危険情報を有機的に組み合わせ

た土砂災害危険度予測 
⑦土砂災害危険度予測では，地盤の最大傾斜角と各都

道府県が公表している土砂災害危険箇所情報とXRAIN
の降雨強度平面分布時系列データを用いた土壌雨量指数

を統合した土砂災害危険度判定法を開発した．また，開

発した危険度判定法による危険度判定結果を，平成27年
9月の関東・東北豪雨時に栃木県で群発した土砂災害発

生状況と比較し，危険度判定法の適用性を確認する． 

 

図-1 土砂災害危険情報サービスの全体像 

 

 
図-2 土砂災害危険情報サービスの概要 

 

２． 土砂災害危険情報サービスの概要と機能 

 
(1) 土砂災害危険情報サービスの概要 

 
 土砂災害危険情報サービスは，AndroidやiOSを登載し

たスマートフォン・PC・タブレット端末用アプリであ

り，地盤の最大傾斜角，土砂災害危険箇所情報，

XRAINデータを有機的に組み合わせて土砂災害危険度

を判定するとともに，各端末に登載されているGPS機能

等を用いてユーザーの位置情報を取得し，避難施設など

の情報を組みあせて避難行動をサポートするシステムで

ある．システム構成の概要を図-2に示す． 
 
(2) 土砂災害危険情報サービスの機能 

 
a) 基本機能 

 図-3に示すように，アプリ起動時には現在地を中心と

した地図が表示される．アプリの利用にあたっては各端

末に登載されているGPS機能等を用いた位置情報の有効

化が必要となり，位置情報が無効の場合は有効化の通知

が表示される． 
画面上部の入力欄に住所を入力することにより，任意

の場所への地図移動が可能である．右上のアイコンには

XRAINデータ等の最新情報への更新機能がある．さら

に，降雨強度が強くなり，降雨強度コンター濃度が高く

なり，コンター下層の地図の視認性が低下した際の降雨

強度コンターの透過率調整機能も実装している．右下の

アイコンは1時間分の降雨強度データ巻き戻し機能で， 



 
図-3 初期画面（基本画面） 

 

 
図-4 コンテンツ選択画面 

 
降雨の移動状況が動画により確認できる．凡例は常時表

示されるが，必要に応じて非表示とすることも可能であ

る． 
 選択可能な地図は，国土地理院の地理院タイル（標準

地図と航空写真），Google Maps（ストリート地図と航

空写真）である．地図と重畳可能なコンテンツは，

XRAINによる降雨強度平面分布データ，土砂災害危険

箇所，土砂災害危険度（危険度判定方法は後述する）で

あり，国土地理院が公表している浸水想定区域図も重畳

可能である．それぞれ画面下部のボタンをタップするこ

とで図-4に示すように選択画面がポップアップし，ボッ

クスをチェックすることによりON/OFFが可能である． 
 
b) 土砂災害危険度の通知 

 ユーザーの現在地やユーザーが事前登録した地点の土

砂災害危険度が高くなり，通知レベルと判定された場合

には危険度ランクに応じたアラート通知が行われる．危

険度ランクは，後出の表-2に示すように，注意・警戒・

即避難の3段階で，図-5に示すように，ランクに応じた

配色とメッセージによるポップアップ通知とした． 
 
c) 避難モード 

 アラート通知のポップアップ画面，あるいは通常画面

の下部右側の「避難する」ボタンをタップすることで避

難モードへ移行する．避難モードでは，現在地に矢印形 

 

図-5 危険度通知画面 

 

 
図-6 避難モード 

 

のアイコンが表示されると同時に避難所がアイコンで表

示される．現在地アイコンから直近の最適な避難所が直

線で結ばれる．直線で結ばれる避難所は，左上のメ

ニューで選択でき，図-6に示すように，ここに避難所名

と現在地からの直線距離が表示されることで，避難所へ

の方向と距離が把握可能となり，避難行動の支援となる．

また避難所アイコンをタップすると，避難所の諸元が表

示され，名称・住所・避難所種別等を確認することが出

来る． 
 

３．土砂災害危険度の判定 

 

土砂災害危険度は，前述のように，地盤の最大傾斜角と

各都道府県が公表している土砂災害危険箇所情報と

XRAINデータを用いて得られた土壌雨量指数を地理院

タイル等の背景地図に重畳して土砂災害危険度を判定す

る．それぞれの項目の算定方法について以下に説明する. 
 
(1) 土壌雨量指数と土砂災害危険度判定法の改良 

 
リアルタイムのXRAINデータから250ｍメッシュの土

壌雨量指数および60分累加雨量を1分毎に演算する．降

雨データのみを用いた場合の土砂災害危険度判定の基準

値設定にあたっては，土砂災害が発生した地域の例とし

て2014年8月の広島市安佐南区八木三丁目，2013年9月の 



滋賀県栗東市下戸山，2014年8月の京都市右京区北地区

のXRAINデータを用い，土砂災害非発生地域の例とし

て，丹波市春日町，京都府南丹市園部御園のデータを用

い，降雨状況をそれぞれの場所で通期的にモニタリング

し，土砂災害発生時の特徴を抽出することで指標となる

雨量値等を以下のように決定した． 

 
a) 降雨状況のモニタリング方法 

土砂災害発生時の特徴を把握するため，XRAINデー

タを用いて雨量演算の各値を算出し，通期的なモニタリ

ングを実施するとともに，災害発生時刻とその1時間前

の降雨状況を比較して検証を実施した． 
雨量演算は，対象地域全メッシュに対して，土壌雨量

指数の計算における図-7の「Ishihara & Kobatake(1979)の
直列3段タンクモデル」10), 11) の各パラメータを1分換算

の値に置き換えて，250mメッシュごとの値を第1タンク，

第2タンク，第3タンクの貯留高および各タンクの貯留高

の和（タンク全体値）を毎分算出するとともに，10分累

加雨量，30分累加雨量，60分累加雨量についても毎分算

出した． 
 

b)土砂災害発生時の特徴の抽出 
前述の5ヶ所の降雨状況を整理した結果，表-1に示す

ように，タンク全体値からは，土砂災害発生有無の特徴 

表-1 発生箇所の雨量値 

 
 

を抽出することが出来なかった．また10分，30分，60分
雨量値を個別に調べても特徴は抽出されなかった．一方，

第1タンクの値は土砂災害発生時には100mm以上の高い

値を示している． 
 図-8に一例として，滋賀県栗東市下戸山での各時間雨

量，土壌雨量指数，各タンクの貯留高の時間変化を示す． 
 第1タンクが100mm以上となる時間帯において，土砂

災害発生の引き金となる強い降雨の値を調べたところ，

10分，30分雨量に相関はみられなかったが，60分雨量の

期間最大値となる時刻と土砂災害発生時刻は，ほぼ一致

している．一方，60分雨量値が高くても，第1タンクが

低い値の場合は土砂災害の発生がみられない．図-8では，

21:00頃に60分雨量値がやや高まったが，第1タンクは 
80mm未満で，土砂災害は発生していない．また，4:40
頃にタンク全体値が200mmを超え期間最大値を示すとと

もに第1タンクも100mmを超えたが，60分雨量値は

40mm未満であり，土砂災害発生時刻に比べて強い降雨

とはいえない状況であった．実際に土砂災害が発生した

0:00頃と比較しても，第1タンクと60分雨量値の値は，

いずれも発生時のほうが高い値を示している． 
 以上より，第1タンクの値と60分雨量の相関により土

砂災害の発生可能性が高まるものと仮定し，それぞれの

値の閾値を定め，検証を行うことで土砂災害危険度判定

の基準を定めることとした． 

発生時刻

図-8 土砂災害発生時の雨量グラフ 

a) 60分換算のタンクモデルのパラメータ 

b) 1分換算のタンクモデルのパラメータ 

図-7 タンクモデルのパラメータ12) 

 

 

 

 

 

 

a) 発生箇所の雨量値 

b) 非発生箇所の雨量値 

演算項目 近隣発生時 可能性① 可能性② 近隣発生時 可能性① 可能性②
非発生時
の最大値

タンク全体 140m m超過 80m m超過 170m m超過 110m m超過 80m m超過 120m m超過 170m m超過

第１タンク 60m m超過 60m m超過 70m m超過 50m m超過 50m m超過 60m m超過 70m m超過

第２タンク 特徴なし 特徴なし 特徴なし 特徴なし 特徴なし 特徴なし 傾向不詳

第３タンク 特徴なし 特徴なし 特徴なし 特徴なし 特徴なし 特徴なし 傾向不詳

10分雨量 特徴なし 特徴なし 特徴なし 特徴なし 特徴なし 特徴なし 傾向不詳

30分雨量 10m m超過 15m m超過 15m m超過 0m m 20m m超過 15m m超過 20m m超過

60分雨量 20m m超過 40m m超過 25m m超過 0m m 45m m超過 20m m超過 45m m超過

箇所 丹波市春日町 （非発生地区） 京都府南丹市園部美園 （非発生地区） まとめ

演算項目 発生１h前 発生時刻 発生１h前 発生時刻 発生１h前 発生時刻
発生時の
最小値

タンク全体 120m m超過 200m m超過 140m m超過 170m m超過 150m m超過 190m m超過 170m m超過

第１タンク 90m m超過 150m m超過 80m m超過 100m m超過 90m m超過 120m m超過 100m m超過

第２タンク 30m m超過 40m m超過 40m m超過 50m m超過 緩やかに増 緩やかに増 傾向不詳

第３タンク 特徴なし 特徴なし 特徴なし 特徴なし 特徴なし 特徴なし 傾向不詳

10分雨量 特徴なし 特徴なし 特徴なし 特徴なし 特徴なし 特徴なし 傾向不詳

30分雨量 30m m超過 40m m超過 15m m超過 20m m超過 30m m超過 30m m超過 20m m超過

60分雨量 60m m超過 90m m超過 30m m超過 40m m超過 60m m超過 60m m超過 40m m超過

災害箇所 広島県安佐南区八木地区 滋賀県栗東市下戸山地区 京都府右京区京北地区 まとめ



図-9 広島災害時の発生渓流と最大傾斜角 

 
 第1タンクと60分雨量値から求める危険度判定は「注

意」と「危険」の2種類の基準を設けることとするが，

どちらも「表層崩壊やがけ崩れ」+「土石流や泥流」が

発生する現象であり，その中で発生確率が低いものを

「注意」，高いものを「危険」とし，それぞれの基準値

は避難に要する時間を考慮して土砂災害発生60分前の状

況から設定した． 
・危険度判定「注意」：第1タンクと60分雨量の合計が

100mm以上 
・危険度判定「危険」：第1タンクと60分雨量の合計が

160mm以上かつ60分雨量値が40mm以上 
 
(2) 最大傾斜角と土砂災害危険箇所 

 

 上記，土壌雨量指数による危険度判定は，XRAINの

降雨データのみによる判定であり，地形・地理的条件は

考慮していない．より確度の高い土砂災害危険度判定を

行うために，土砂災害が発生する可能性の低い平地を地

形の傾斜角を用いて除外する．併せて水域も除外する． 
 さらに，各都道府県が公表している土砂災害危険箇所

を利用することで，土砂災害発生リスクの高い地域を抽

出，危険度判定に反映させることとした． 
 
a) 最大傾斜角による基準値の設定 

 現状の土砂災害危険箇所は，社会的な制約が指定状況

（条件）に影響していることもあり，指定区域のみを危

険度判定対象地域とすると実際に危険な箇所が網羅しき

れない恐れがある．そのため，250mメッシュの標高

データを用いて最大傾斜角が10度以上の地域を危険度判

定対象地域に含めて補うこととした．最大傾斜角が10度
以上の地域としたのは，図-9に示すように，例えば，

2014年8月に広島市安佐南区と安佐北区で土石流が発生

した渓流が概ね傾斜角10度以上であることが確認された

ためである． 
 最大傾斜角10度未満の土砂災害が発生する危険性の低

い平地や水域などのユーザーには，アラート通知を行わ

ないこととした． 
 
 

 
図-10 土石流危険渓流と判定メッシュ(250m) 

 

 
図-11 危険度判定用250mメッシュ 

 
表-2 土砂災害危険度アラート通知の種別 

土砂災害 
危険箇所 

最 大 
傾斜角 

土砂災害危険度判定 

危 険 注 意 

内 － 【即避難】 【警 戒】 

外 
10度以上 【警 戒】 【注 意】 

10度未満 通知なし 

 
b) 土砂災害危険箇所データによる基準値の設定 

 危険度判定に用いる土砂災害危険箇所データは，図-

10に示すように土石流危険渓流と土石流危険箇所が別ポ

リゴンとなっている．しかし，それぞれの属性値に同じ

危険渓流番号が登録されているので，同一番号を結合し

１つのポリゴンとして判定に用いることとした．これに

より，上流側のメッシュで判定基準を超える降雨があっ

た場合に，同じ渓流番号内の全てのメッシュを危険度判

定対象地域とすることが可能となり，下流側メッシュの

ユーザーにもアラートが通知される． 
 
c) 基準値の設定を行った判定用250mメッシュの作成 

 このようにして求められた最大傾斜角情報と土砂災害

危険地域データを統合し，図-11に示すような危険度判

定用の250mメッシュを新たに作成した． 
 
(3) アラート通知基準 

 
 雨量による危険度判定結果と最大傾斜角および土砂災

害危険箇所データから導き出した危険度判定用メッシュ

を合成することで，最終的なアラート通知用の土砂災害 

凡  例 



 

図-12 危険度判定結果 

 
危険度ランクの判定を表-2のように行う．本判定では，

それぞれの組み合わせによって，即避難・警戒・注意の

3種類のアラートで通知する． 
 

４．実際の土砂災害発生状況との比較 

 
 本システムによる土砂災害危険度判定の結果を平成27
年9月の関東・東北豪雨時に栃木県で群発した土砂災害

発生状況と比較する．図-12の左上図に降雨データのみ

を用いた場合の9月10日3時の時点における危険度判定地

域（コンター）と実際に土砂災害が発生した地域（赤×

印，他×印も異なる時間帯に危険度判定されている）を

示す．コンターの色は，表-2のアラートの色と一致して

いる．図より，降雨データのみで得られた危険度判定地

域でも土砂災害発生箇所をカバーすることは可能である．

しかし，危険度判定地域が非常に広くなっており，空振

りとなるアラートが頻発することがわかる．次に，降雨

データのみで得られた危険度判定地域に最大傾斜角およ

び土砂災害危険箇所による情報を加えた同地域の危険度

判定地域の拡大図を図-12の右下図に示す．図に示すよ

うに，重ね合わせ図から危険度判定用メッシュに該当し

ない地域（平地や水域）が除外されて危険度判定地域が

狭く絞られていることがわかる．しかし，実際に土砂災

害が発生した領域はカバーされていることがわかる． 
 なお，試行を開始した平成27年7月以降の数例の降雨

における土砂災害危険度判定の結果と実際の土砂災害発

生状況を比較すると，土砂災害発生の見逃しはない． 
 

５．おわりに 

 
 本研究では，地盤の最大傾斜角，土砂災害危険箇所情

報，XRAINデータを用いた土壌雨量指数を統合した土

砂災害危険度判定法を開発するとともに，危険度判定結

果を平成27年9月の関東・東北豪雨時に栃木県で群発し

た土砂災害発生状況を始めとしたいくつかの事例と比較

し，危険度判定手法の適用性を確認した．さらに，土砂

災害危険度判定法を導入したスマートフォン等の端末用

アプリを開発し，避難施設などの情報を組みあせて避難

行動をサポートする土砂災害危険情報サービスを提供す

るシステムを構築した． 
XRAINはその特性から，一部観測できない地域があ

り，降雨状況によっては電波消散による観測不能地域が

出現することがある．そのため，ユーザーにとっては災

害の恐れが高まる緊急時にアラートが届かない状況が想

定されるため，他の雨量データ等を活用して観測範囲外

および電波消散地域の値を補うことを検討している．ま

た，実際の土砂災害発生時における住民の避難行動に与

える影響については現時点では確認出来ておらず，パイ

ロット地域を設けて今後検討する． 
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